
Tartar de atún tuna and avocado tartare
マグロとアボカドのタルタル
わさびを入れたバルサミコソース

Setas al ajillo mushroom ajillo
マッシュルームのアヒージョ
ゴロゴロッとマッシュルームが
たっぷり入ったアヒージョ

Calamares fritos squid fritter
ヤリイカのセモリナフリット
柔らかなイカをシンプルなフリットに。レモンを添えて

Ensalada de papa con anchoa
anchovy potato salad
アンチョビポテトサラダ
塩味のきいたアンチョビのポテトサラダ

Papas a la francesa french fries with garlic salt
フレンチ・フライ　ガーリックソルト
たっぷりのフレンチフライをガーリックソルトで

Pollo frito especiado fried spice chicken
スパイス・チキン
オリジナルスパイスをまぶした骨付きチキン

Ceviche de pulpo y naranja
octopus, orange and celery ceviche
真ダコとオレンジ、セロリのセビーチェ
フレッシュなオレンジとタコの甘酸っぱいセビーチェ

Encurtidos pickles
彩り野菜のピクルス
数種類のスパイスとハーブで香りよく漬け込みました

Botifarra catalan sausage
カタルーニャソーセージの鉄板焼き[2P]
本場スペインのレシピで作った
生ソーセージを鉄板焼きで

PESQUERA TAPAS!

Oliva y tomate marinado 
green olive and dried tomatoes marinè
グリーンオリーブとセミドライトマトのマリネ
燻製パプリカパウダーとにんにくをアクセントに

all ¥500

TAPAS ESPECIALES

Boquerones pickled sardines
イワシの酢漬け "ボケロネス"
赤たまねぎとたっぷりのオリーブオイルで

Atún a la Parrilla 900
grilled tuna with garlic anchovy sauce
マグロテールのステーキ ガーリックアンチョビソース
希少部位のマグロテールをステーキに
ガーリックをきかせたピリ辛ソースで

Patatas bravas patatas Bravas
パタタス・ブラバス
カリッと揚げたポテトにブラバスソースとアイオリソース！

Camarones y buccinos al ajillo 
shrimp, whelk and broccoli ajillo
小海老とツブ貝、ブロッコリーのアヒージョ
定番の海老に、ツブ貝とブロッコリーも入れた
具沢山なアヒージョ！

Chorizo iberico y queso crema coca
 iberico chorizo and cream cheese coca
イベリコ豚チョリソーとクリームチーズのコカ
スペイン風のピザ　ハラペーニョのアクセント

Tomate, anchoa y orégano coca
tomato, anchovy  and oregano coca
トマトとアンチョビとオレガノのコカ
スペイン風のピザ　グラナパダーノチーズをかけて

Pan bread [garlic, butter or plain]

渋いちベーカリーの丸パン [2pc]
ガーリック、バターまたはプレーンから
お選びいただけます

Espárragos con huevo escalfado 700
oven baked asparagus & bacon
trumpet mushroom with poached egg
アスパラガスとベーコン・エリンギのオーブン焼き
半熟玉子のせ
トリュフオイルとグラナパダーノで風味豊かに仕上げました。
半熟卵とチーズをからめてどうぞ

Mousse de foie-gras y higado
mousse of foie gras and liver
白レバーとフォアグラのムース
シェフ特製！白レバーとフォアグラの濃厚なムース
メルバトーストにつけてどうぞ！

Pulpo y ibérico a la plancha 800
octopus & iberian pork plancha
タコとイベリコ豚のプランチャ ガリシア風
クリーミーなマッシュポテトを添えて　

Camarones y tocino a la plancha 750
shrimp & bacon plancha
海老とベーコンのプランチャ
パプリカと玉ねぎのソース
ベーコンを巻いた海老の鉄板焼き。
辛みをきかせたさっぱりとしたソースで

Callos al madrileno stewed tripe 800
マドリード風モツ煮込み“カジョス“
トリッパ、マルチョウ、チョリソーを
トマトソースで丁寧に煮込みました



MAIN

Jamón Serrano jamon serrano　                                      ハモンセラーノ                       M:900    L:1550

ENSALADAS

Surtido de embutidos ham platter  ハム・プラッター　[ハム・腸詰の4種盛り合わせ]   M:900    L:1550 　

EMBUTIDOS

Ensalada verde organic vegetables green salad  有機野菜のグリーンサラダ 　　　　　　　　　　 M:550   L:800 
 Caesar Salad                                                                   有機ロメインレタスのシーザーサラダ                        M:600    L:900
organic romaine lettuce caesar salad 

Chorizo Ibérico de bellota  iberico chorizo　       イベリコ豚のチョリソー                               M:850    L:1500

TORTILLA

Ensalada de gambas y aguacate                    有機野菜と海老、アボカドのサラダ　　　　　　　　　　　 M:650     L:950
organic vegetables, shrimp and avocado salad 

Jamón Ibérico jamon iberico　              切りたて！ハモンイベリコ                                         1200

Chuleta Asada a la Parrilla
grilled smoky lamb chop
燻製ラムチョップのグリル 
季節野菜のグリルを添えて

1800

Ensalada de prosciutto, queso cottage y tomates    生ハムとフルーツトマト、リコッタチーズのサラダ  M:650    L:950 

Tortilla de queso
Mixed cheese spanish omelette

3種チーズのトルティージャ
ケソマンチェゴ、ゴルゴンゾーラ、ミックスチーズを

ふんだんに使ったトルティージャ

800 [16cm]

Tortilla de queso
mixed cheese spanish omelette

3種チーズのトルティージャ
ケソマンチェゴ、ゴルゴンゾーラ、ミックスチーズを

ふんだんに使ったトルティージャ

800 [16cm]

Tortilla espanola
Spanish omelette

名物！焼きたてトルティージャ
シンプルなスペインスタイル・オムレツ

オーダーごとにふわふわ・トロトロに焼き上げます！

600 [16cm]

Tortilla espanola
spanish omelette

名物！焼きたてトルティージャ
シンプルなスペインスタイル・オムレツ

オーダーごとにふわふわ・トロトロに焼き上げます！

650 [16cm]

Pollo a la parrilla  
grilled garlic herb chicken
国産あべどりもも肉の
ガーリックハーブグリル
ロメスコソースと焼き葱を添えて

1700　

Cerdo a la parrilla
grilled Ibérico pork loin

スペイン産イベリコ豚肩ロースのグリル
バルサミコソースとマンゴーチャツネ

2100

Salteado de pez espada
sautéed swordfish
宮城県気仙沼産カジキマグロのソテー
白ワインとフレッシュトマトのソース
あさり、ムール貝、アンチョビ、オリーブを
入れたソースで軽く煮込みました

2200

Costillar de res a la pimienta
peppered  beef steak
US産牛ロースの
ペッパーステーキ
青唐辛子とトマトのサルサ

2300

Tortilla de Cangrejo
y hueva de salmon

Tortilla de snow crab & salmon roe
spanish omelette

ズワイ蟹とイクラのトルティージャ
ズワイ蟹を入れたトルティージャにイクラをのせて

950 [16cm]

We’re on Instagram!
@LAPESQUERA_MARISQUERIA



Mariscos con tres tipos de almejas  
mixed clams
5種の貝のパエージャ
[あさり・ムール貝・帆立・牡蠣・イタヤガイ]

PAELLAS スペインの代表的な米料理。
専用の鍋”パエリアパン”で米をうまみたっぷりの具材と炊き上げます。
香ばしいおこげも美味しい！

アロス・カルドソはスペインの汁たっぷりの雑炊。
旨味凝縮のスープを合わせた米は締めの一品にぴったり！

POSTRES

Seasonal Tart 600
季節のタルト
旬の果物をたっぷりとのせたフルーツタルト
詳しくはスタッフまでお尋ねください

ARROZ CALDOSOS

Mariscos con tres tipos de almejas           2200
mixed clams
5種の貝のアロス・カルドソ
[あさり・ムール貝・帆立・牡蠣・イタヤガイ]  

Pesquera mixed seafood　　
ペスケーラ・パエージャ 
[ミックスシーフード]

Ice cream 400
アイスクリーム
[バニラ・ピスタチオ・季節のシャーベット]

Pesquera mixed seafood　　             2500
ペスケーラ アロス・カルドソ

GRANDE         
MEDIO          
PEQUENO     

Large
Medium
Small 

グランデ
メディオ
ペケーニョ 

for 4 or more
for 2-3 persons
for 1

パエリアのサイズは
右記の３種類から

お選びいただけます!

GRANDE 3700
MEDIO 2200

PEQUENO 1400

Tinta de calamar
squid ink   
イカ墨のパエージャ

GRANDE 3200
MEDIO 1900

PEQUENO 1100

GRANDE 4200
MEDIO 2500

PEQUENO 1500

※当店は国産の米を使用しています。

Tinta de calamar squid ink       1900
イカ墨のアロス・カルドソ

Fideua Spanish Pasta Paella “Fideua”                  2000
フィデウア
イカや魚介の旨味をたっぷり染み込ませた、スペインのパスタを使ったパエージャ

Cerdo Ibérico y camarones
Iberian pork & red shrimp　
イベリコ豚と赤海老

GRANDE 3900
MEDIO 2300

PEQUENO 1450

Ostras y espárragos
oyster and green asparagus　
牡蠣とグリーンアスパラガス

GRANDE 3400
MEDIO 2000

PEQUENO 1200

Ostras y espárragos　              2000
oyster and green asparagus　
牡蠣とグリーンアスパラガスのアロス・カルドソ

Paella del dia
paella of the day　　
旬食材の本日のパエージャ

GRANDE 3700~
MEDIO 2200~

PEQUENO 1400~

Arroz Caloso del dia               2200~
caldoso of the day 
本日のアロス・カルドソ

All carefully cooked with Natural ingredients. No Processed ingredients anywhere. 店内調理では自然由来の素材を使用し、化学的に精製されたものは使用しておりません。 
All prices listed are tax excluded.  表示価格は全て税抜き価格です。別途 消費税を頂戴致します。

We kindly ask you for an additional ¥350/person as a table charge after 5:00pm, and 10% late night charge after 10:00 pm.  17時以降、コペルト[席料]をお一人様350円、22時以降深夜料金を10%頂戴しております。

Cerdo Ibérico y camarones       2300
Iberian pork & red shrimp　
イベリコ豚と赤海老

Chestnut Crema Catalana 650
栗のカタラーナ
栗を混ぜ込んだ濃厚なカタラーナを
モンブラン風に仕上げました

Chocolate Parfait 750
チョコレートパフェ
3種類のチョコレートを使用。
オレンジの風味とサクサク食感が
楽しめる濃厚なパフェ。

Churros 600
チュロス
外はサクッと中はもちもちの自家製チュロスに濃厚な
チョコレートソース、シナモンシュガーとどうぞ！

Basque Burnt Cheese Cake 600
バスクチーズケーキ　バニラアイスを添えて
表面を軽く焦がし香ばしく仕上げたチーズケーキ。
オレンジマーマレードとレモンソルトをお好みで！


